
平成２７年度市民対話集会会議録

日 時：平成 27 年７月 23 日（木）午後７時

場 所：図書館交流プラザ３階 301・302

団体名：りぶらサポータークラブ 30 名

内 容：①開会

②市政ビデオ

③市長挨拶・説明

④団体紹介・要望

⑤その他質問
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市長－ 市長の内田でございます。りぶらサポータークラブの皆さまがたには、日頃より岡

崎市政の運営に際しまして、格別のご理解とご協力を賜ったわけでございまして、改めて感

謝を申し上げます。

本日は皆さまがたの貴重なご意見を私が直接お聞きすることによりまして、これからの

市政運営にそうした声を生かしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し

上げます。

また本日はまずもって、先日のりぶらの、入館者 1000 万人の御礼からさせていただきま

す。平成 20 年 11月 1 日のオープン以来、多くの市民のかたがたに、ここ図書館交流プラザ

りぶらを利用していただきまして、平成 21 年 6 月に 100 万人、22 年 9 月には 300万人、23

年 12 月には 500 万人と順調に入場者を重ねてまいりまして、このたび 5 日前の 18 日の土

曜日に、1000 万人の大台を突破したところでございます。

これもひとえに、本日お集まりいただいております、りぶらサポータークラブの皆さまが

たの、日頃のご努力・ご協力によるところが大きいと感じております。りぶらサポーターク

ラブにおかれましては、図書館交流プラザができる前の設計段階から、ワークショップに参

画いただきまして、各種のご提案をいただき、りぶらの礎を築いていただいたものと考えて

おります。

りぶら完成後、正式にりぶらサポータークラブとして発足致しまして、積極的に「りぶら

まつり」、「りぶら講座」、「りぶらフォーラム」といった各種事業を企画運営いただきまして、

りぶら利用者と岡崎市をつなぐ役割を果たしていただいております。

ことに、毎月 1 回に近い形で、今年度は全 9 回行われる予定であると聞いておりますけ

れども、「シネマ・ド・りぶら」につきましては、映画好きの私から致しますと、大変うら

やましいかぎりのラインアップであります。残念ながら忙しくて私はなかなか見に来るこ

とができませんけれども、しかし私と同年代、あるいはそれ以上の年代の方にとっては、名

作映画が無料で鑑賞できるということは、これはありがたい企画であると思います。

本日は、りぶらサポータークラブのみならず、りぶらを拠点としてさまざまな活動してお

られます読み聞かせ、託児、男女共同参画の団体の皆さまもご出席いただいているというふ

うにお聞きしているわけでございます。

本市と致しましても、皆さまの活動を後押しするためにも、市民活動の活性化と生涯学習

の推進に取り組んでまいりますので、本日は、忌憚のないご意見をお聞かせいただき、今後

のりぶらが市民とともに成長していくことを願っているものであります。

続きまして、最近の市政の動きと、私の目指す岡崎の将来像につきまして、簡単にお話し

申し上げたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

まず初めに、私の選挙のときの、公約の大きな柱の一つでございました、岡崎市南部地域

への総合病院の建設につきましては、このたび学校法人藤田学園と、5 年後の平成 32 年の

開院を目指して、400 床程度の病床数の大学病院を建設するということで合意することがで

きました。これによりまして岡崎市内の医療の格差が、大きく是正されるとともに、今まで
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市民病院に偏っておりました医療の負担というものが軽減されることにつながります。市

民病院につきましても、一昨年の西棟の建設に続きまして、この 9 月には救命救急センター

棟がオープンする運びとなっております。市民病院は今後もこの地域の医療をリードする

中枢の病院として充実した医療体制の整備を進めるのであります。

次に同じく選挙公約の一つでありました、市民会館につきましては、この 9 月から改修工

事に着手致しまして、来年 10 月のリニューアルオープンの予定であります。施設の安全確

保を図ることが最大の目的ということでありまして、ホールの機能向上に加えまして、バリ

アフリー化も実施してまいります。来年の 10 月には皆さまがたに生まれ変わったような、

市民会館が、見ていただくことになると思います。

また、せきれいホールにつきましても、調査によりまして、20 年以上もの耐久性がある

ことがわかりましたので、必要最小限の改修による長寿命化というものを検討していきた

いと考えております。国立競技場の例もありますけれども、昨今の建設費の上昇だとか、職

人の人手不足というものがありますときに、箱物行政からの脱却というのは正しい判断で

あったのではないかと、このように思っております。

さらに多数の公共施設がこれから維持管理と更新について、大きな財政負担を伴うこと

として、見直し案を求められていることがございます。建築費の約 10％以上が毎年維持管

理費としてかかることになるわけでございますので、市民サービスの低下を招かないとい

うことを念頭においたうえで、今後、施設の統廃合を含めた検討というものも進めていかな

ければならないと考えますので、よろしくお願い申し上げます。

そして、岡崎市におきましては、今年は家康公四百年祭、そして来年平成 28年度は、市

制施行 100周年といった記念すべき年が続くわけであります。

私共と致しましては、これを絶好の機会と捉えまして、岡崎の歴史的な文化資産と乙川・

矢作川といった川の河川空間を生かした「観光産業都市 岡崎」としてのまちづくりを図り

まして、これまで、ものづくりだけに頼ってきた岡崎でありますけれども、この岡崎にもう

一つの新しい経済の柱として観光産業というものをぜひ育てたい、このように考えておる

わけであります。

まず家康公四百年祭におきましては、本年 1月より、家康公生誕の地でありますこの岡崎

市と、お隣、静岡県の浜松市、静岡市のゆかりの三市が連携しまして、記念事業を展開致し

ているところでございます。

今後の主な予定と致しましては、10 月 30 日から 11 月 3 日までの 5 日間、岡崎公園多目

的広場におきまして、「家康公四百年祭岡崎城まつり」を開催致します。さらに 12 月 26 日

の家康公の生誕日には、本市におきまして、三市連携事業のエンディングセレモニーと致し

まして、一昨年から復活開催しております六所神社の「ちょうちん行列」に加えまして、青

く光るＬＥＤボール 3 万個を乙川に流す「泰平の祈りプロジェクト」を実施したいというふ

うに考えております。今、ご覧になっていただいているのは、予想図でございますけれども、

実は今年の 1 月にも実証実験をやっておりまして、実証実験は 10 分の 1のスケールで行っ
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たわけでございますけれども、大変きれいでございました。東京や大阪でも同じような事業

をやった経緯がございますけれども、東京と大阪は川があまりにも広すぎて、拡散してしま

ってですね、ちょっとはっきりしなかったという声も聞いておるわけでございますけれど

も、この岡崎の乙川のような規模のところでやると、大変私は効果的だというふうに考えて

おります。

そして、来年の市制施行 100 周年につきましては、岡崎の新たな世紀の始まりと致しまし

て、事業全体を「新世紀飛躍祭」、ちょっとダジャレでありますけれどもこう名付けまして、

記念事業を展開してまいります。

主な事業と致しましては、平成 28年 7 月 1日の記念式典をはじめと致しまして、翌 2日

と 3 日には、市民や子どもたちを対象とした「おかざき･100 年祭」を開催致します。また、

市民の皆さまと一緒に桜のまちづくりを進めるため、企業の協力によって 1000本の桜の苗

木をいただくことになりました。これを活かした「岡崎さくら 100 年プロジェクト」を行い

ます。また、全小学区ごとに地域の魅力をまとめた「おかざきまちものがたり作成事業」な

ども行うわけでありまして、単なる一過性のお祭りではなくて、これまでの岡崎の歴史や伝

統というものを振り返って、これを将来のまちづくりにつながる事業にしていきたい、この

ように考えておるところであります。

その、新たなまちづくりの第一歩であります、乙川の水辺空間を活用した「乙川リバーフ

ロント地区整備計画」につきましては、これまで 2年間で約 20回の市民対話集会、そして

百数十回に及ぶ講演会、さらにはパンフレットの全戸配布など、さまざまな手法で市民の皆

さまがたに事業内容の周知を図ってまいりました。選挙の審判を受けて、議会での議決に加

え、これほど念入りに事業を進めるケースというものは全国でも珍しい、こんなふうに言わ

れております。

また、国や県に対しましても、陳情や要望を重ねまして、事業への協力をお願いしてきた

結果、この 3 月末には、東海地方からは唯一でありまして、愛知県の管理する河川事業とし

ても初めての国土交通省の「かわまちづくり支援制度」の登録認定を正式に受けることがで

きました。そしてこれが一番肝心でございますけれども、4 月には、リバーフロント計画に

対する、27 年度の国の交付金が、われわれが要求しました通りですね、満額交付という、

これまたうれしいニュースが飛び込んできたわけでございます。これも、国のこの事業に対

する期待感の現れではと、このように考えております。

事業の内容につきましては、殿橋と明代橋のライトアップを始めとしまして河川敷には

選挙でお約束しましたランニングコースや遊歩道を整備すると共に、これは仮称ですけれ

ども、乙川人道橋の新設や、人道橋の北側に位置する中央緑道を人道橋と連続した幅 16 メ

ートルの歩行者空間、岡崎セントラルアベニューとして再整備するなど、今年度から平成 31

年まで 5 カ年を目標に整備を進めてまいるわけであります。

なお、この篭田公園から南への空間というものは、高齢者化が進みます中心部におけます、

災害なんていうのはないほうがいいんですけども、緊急避難用の空間としても考えている
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ところであります。

また、当面は来年迎えます市制施行 100 周年という節目の年に、目で見てリバーフロント

地区の整備が進んでいる様子が実感できるように、殿橋と明代橋のライトアップの他に、乙

川右岸の、殿橋より下流のエリアを重点的に整備していきたいというふうに考えています。

将来的にはこの辺りに、カフェやレストランができるといいなと、こんなふうに思っており

ます。

また岡崎の石工業の PR と共に、郷土の歴史を理解するきっかけとして、セントラルアベ

ニューに設置を予定しております徳川四天王の石像につきましては、先般デザインも専門

家の方たちのご協議を得ておおむね決まりまして、今年度中に製作がスタートする予定で

あります。実は私、アトリエまで昨日行ってきまして、粘土の模型を一体一体きちんと見て

まいりましたけれども、それぞれ歴史的な一場面を切り取った、素晴らしい出来でございま

した。きっと市民の皆さまにも岡崎を訪れた方にも十分ご満足いただけるものになると思

っております。

そして、乙川の人道橋につきましても、平成 29年度の完成を目指して、今年度より整備

に着手致します。今、ご覧いただきまして分かる通り、橋そのものは鉄筋コンクリートで造

るわけでございますけれども、表層は額田の山の木を使った木調の橋にしたいというふう

に考えております。そしてまた、木で作りますと、10 年か 15 年に 1 回は張り替えなければ

ならないわけですけれども、そのことも一つのお祭りとして活かしていきたい、こんなふう

に考えております。

次に、岡崎に来られたお客さまをお迎えする玄関口であります、東岡崎駅でありますけれ

ども、今、整備が進められているところでありますけれども、ここにぜひシンボルとなる、

立派な家康公の像を設置したい、このように考えております。これはお隣の静岡県の浜松に

行きましても、静岡市に行きましても、立派な家康像があるのですけれども、生誕の地と言

われている岡崎には何もないじゃないかと、私も昔から何度も言われて悔しい思いをして

おりましたけれども、こんなことのないようにこれからしたいと思っております。

そして、これは市民の皆さまへのお願いでありますけれども、製作にあたりましては子ど

もから大人まで市民一人一人の協力によって作られた、本来の意味での、岡崎の象徴にした

いと思っておりますので、どうかライオンズの方にもお願い致しますけども、広く市民全体

にも寄付を、ご協力をいただきたいというふうに呼びかけたいというふうに考えておりま

す。

これは、お金の額の問題ではなくて、これを使うのに自分たちも参加したんだ、小さな子が

僕の小遣いも使ったんだよと、こう言って人に自慢できるような、そんなものにしたいとい

うふうに考えているからであります。

そして、乙川リバーフロント地区の整備に続きまして、国の「歴史まちづくり事業」の認

定を受けて、市内の歴史的な文化資産を活用したまちづくりも進めてまいりたいと考えて

おります。岡崎には、家康公ゆかりの大樹寺や伊賀八幡宮など、国の重要文化財に指定され



5

た建造物が名古屋市よりも多い 13 もあるにも関わらず、これまでそうしたものが十二分に

活用されてきたとは思いません。

ことに、岡崎の歴史まちづくりを進めるうえでは欠かすことのできない岡崎城には、歴史

的にも非常に価値のあるお堀や石垣が残されております。さらに近年の調査によりまして、

この岡崎城の城郭というのが日本で 4 番目の大きさである、このことも判明したわけであ

りまして、これからはこうした歴史的由来というものもしっかりと掘り起こして、明確で統

一性のある案内表示や城郭の広さというものを実感していただくために、できる限り各城

門を復元したり、また市街地にラインを引くようなことをしてですね、「見える化」という

ことも検討しているところであります。

そして、こうした整備に加えまして、外からおみえのお客さまに、十分満足してお帰りい

ただくために、観光地のどこに行ってもですね、そこにいくとこういうおいしいものがある

というものがあるわけでございます。ぜひ岡崎に行けば「おいしい食べ物」。

そして二つ目はですね「魅力的なお土産」。岡崎はいまいち八丁味噌以外にこれというお

土産がないわけでありまして、私、今、胸に葵のマークのループをつけております、これは

去年作ってもらったものなのですけれども、これまだあまり売れておりませんけれども、一

生懸命あっちこっちでセールしております。これに限らずですね、いろいろと岡崎にふさわ

しいお土産というものを皆さんにご協力いただきまして、作り上げたいと思っております。

そして三つ目は「興味を引く催しや施設」。施設整備ということは当然、公共でもやって

いきますけれども、それとは別に地域に根ざしたお祭りでありますとか、民間による面白い

施設、こういったものも必要ではないかと考えます。

そして四番目は、これはどこの観光地に行っても必要な要素でありますけれども、「岡崎

ならではのサービス」。岡崎でこんないいことがあった、こんなサービスを受けた、そうい

うふうに思っていただけるようなサービスというものを、考えております。

こうした課題をクリアするためには、市民や商店街の皆さまがたのお力添えが必要であ

ります。観光というのは決して観光に関わる人たちだけで動くわけではございませんで、関

連産業の活性化にもつながります。

今後は、リバーフロントや歴史的な資産だけではなく、企業の視察や、東公園に出現致し

ました、先ほど見ていただきました、今も出ていますね、リアルな実物大の恐竜モニュメン

トなど、本市のさまざまな観光資源というものを活用して、多くのかたがたに大いにもうけ

ていただきたいと考えておりますので、こちらのほうもご理解とご協力をよろしくお願い

申し上げます。

今回は時間の都合もありまして、乙川リバーフロントの事業を中心にお話をさせていた

だくことになりましたけれども、これはあくまでこれからの本市の、活性化の第 1 歩であり

ます。まだ検討中ではありますけれども、次なるプランが数多くあることも付け加えておき

たいと思います。

以上、本日は本市の、市政の動きの一端をご説明申し上げましたけれども、今後も、福祉
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や医療、環境や教育といった基本的な政策もおろそかにすることなく、新たな布石を投じる

ことによりまして、このまちに生まれた子どもたちが、ふるさと岡崎により以上の愛着と誇

りを持てるそんな「夢ある次の新しい岡崎」を築くと共に、また、よそからお見えになった

方がもう一度訪れたい、この街に住んでみたいと思うような、そんな魅力のあるまちづくり

に邁進してまいります。これから 2、3 年致しますと、皆さまの目で見ていただきまして、

「岡崎が確かに変わったな」と、こんなふうに実感していただける、このように確信をして

おるところでございます。

どうか皆さまもご期待いただきますと共に、なお一層のご理解、ご協力をお願い申し上げ

まして、本日の私の話は終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。

司会－ それでは引き続きまして、りぶらサポータークラブのご紹介につきましてお願い

致します。

団体代表－ よろしくお願い致します。

まずは、こういった会にお呼びいただきまして、本当にありがとうございました。りぶら

サポータークラブ代表としまして、感謝申し上げます。

それと皆さん今日、集まっていらっしゃるかたがたは、皆それぞれの立場が違っても岡崎

が好きな人が集まっているというふうに信じておりまして、私どもも岡崎が大好きでござ

います。りぶらをより良くしていこうということで日々頑張っておりますので、そのつもり

でお話させていただきます。

まず、私どもりぶらサポータークラブに関して説明をさせていただきたいと思います。私

どもりぶらサポータークラブは、りぶらの運営と事業への市民参画の観点から多様な市民

活動を支援し、連携・協働を進めるために積極的な役割を果たすことが必要だというふうに

考えました。そしてりぶらをより魅力的な施設にするための活動を通じて、民間であったり、

学校ですね、大学、高校、小中学校も含めた学です、産業を含めた民間の産業であったり、

あと官ですね、行政の連携・協働を進めるために積極的な役割を果たすという新しい公共の

理念を社会に浸透させて、市民相互の交流の活性化、岡崎市全体の文化向上及び生涯学習の

発展に寄与することを目的に、このりぶらで行政から独立し、かつ、自立し、かつ、対等な

関係を保ちながら協働する市民活動団体として活動をさせていただいております。

生涯かけて学習する。私ども皆がまだまだ、私も結構年いってますけれども、勉強させて

いただいております。普通ですごいこと。当たり前のように勉強していて、かつ、すごいこ

とができるんじゃないかなということで頑張っております。

りぶらサポータークラブは、LSC というふうに略称を申し上げておりますけれども、りぶ

らの利用者とりぶらの充実した機能をつなぐちょっと変わった市民活動団体ではございま

すが、中間支援組織としての活動を主にしている。そういう意味ではりぶらサポータークラ

ブ、わかりにくい活動をしているなというふうに思われるかもしれませんが、後ほどご案内
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を致します。

行政が造ったりぶらというこの大きな建物、あくまでも行政が造ったというだけではな

くて、私どもも造るときに市民として参加させていただいているんですけども、このハード

を生かすソフト面での充実に取り組んで、日々の活動をさせていただいております。

じゃあ実際には何をしているの？ 目につく活動と致しましては、11月14、15日ですね、

今年、りぶらまつり、こういった活動であったり、りぶら講座、後ほどご案内致します。外

国人の、のど自慢と書いてありますが、外国人が日本語で歌ってくださる、のど自慢、これ

は最近テレビでいろいろ出ておりますが、そのテレビで話題になる前からりぶらでやって

おります。図書館のサポートであったり、冬のコンサート、先ほど市長さんからもご紹介い

ただきました、「シネマ・ド・りぶら」、「情報誌 Libra I on」りぶらいおんと呼んでおりま

す、の発行。その他、種々の活動をこのりぶらの中でさせていただいております。

りぶらまつりにつきましては、昨年も、毎年ですね、11 月の土、日 2 日間にわたってり

ぶらを活用する市民活動団体が集まる年に 1 度のお祭りでございます。今年も 7 月にもう

既にりぶらまつりの実行委員会を立ち上げておりまして、40 以上の団体、その他、飲食ブ

ースも参加していただきまして、りぶら全館を巻き込む、りぶらまつりを 11 月 15 日に開

催する予定でございます。これはりぶらの中で全館と言いましても通路も使って開催する

お祭りということになりますので、本当にイメージとしましては全館でございます。りぶら

の通路というのが、岡崎の外堀にあたるということで、昔、外堀ガーデンという言葉が、り

ぶらをつくるときにあったのですが、皆さんで行き来して楽しんでいただく環境もつくっ

ていきたいなというふうに思っております。

次に、りぶら講座でございますが、これ、りぶらの会場に岡崎市との協働で開催している

年 3 回 200 講座ほど、年間参加者が 2000 名を超える市民講座でございます。既に 5000 人

くらいの方がこの、りぶら講座に参加してくださっておりまして、講師の皆さまは無報酬で

授業を行っていただいております。実際無報酬と申し上げましても、いろんな材料費等々が

必要な場合は参加者に負担はしていただいております。講師のかたがたが無報酬で授業を

行っていただいているというこういった思いを大切にして、今後も岡崎市民の生涯教育に

勤めていきたいと。りぶらサポータークラブと致しましても、お手伝いをさせていただきた

いというふうに考えております。

また、受付業務等、市民活動センターの皆さまの協力にも感謝しております。行政だけで

はなくて、市民活動センターの皆さまとの協働もここで発生しているわけでございます。

実際に 7月 19 日の、りぶら講座が後、ありますが、すいません、これ私が、りぶら講座

をさせていただきました。岡崎の自然が豊か。岡崎公園、実は、城址公園であって、お城の

跡ですね、の公園であって。乙川と伊賀川に囲まれております。こういった岡崎の中心地で

ありながら、非常に自然豊かな場所を利用させていただいて、岡崎の季節の野鳥を知ると題

した、私が行った講座では、バードウオッチング未経験の方がたくさん参加してくださいま

して、実際に岡崎公園を歩かせていただきました。非常に運よくですね、毎年、岡崎公園で
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はアオバズクというフクロウみたいな鳥が見られるわけでございますが、ちょうど 7 月 19

日の日に巣立ちびなを見ることができました。この写真、左側がひなです。今年岡崎で巣立

ったひなでございます。右側がお母さんです。それだけではなくて、今年、巣立ったカワセ

ミの幼鳥、これも岡崎公園のお堀の中で確認することができました。岡崎の自然の豊かさを

象徴する生き物を、このりぶら講座の中で確認することができる。非常に有意義な時間をも

つことができました。参加者 8 名の方、私を含めて 9 名でしたけれども、改めて岡崎の自然

の豊かさ、この街の中でも自然は豊かなんだなというのを感じております。

また、参加者大半の方が同じような勉強会、次回 10 月 18 日を予定しておりますが、もう

一度参加したいというふうに言ってくださいました。このように、講座の内容も多彩な、り

ぶら講座、岡崎市内の生涯教育に多方面から寄与させていただいております。

今、7 月 16 日から新たな、8 月から 11 月までの、りぶら講座を募集しておりまして、58

個の講座で、8 月 2 日絵本と歌を活用した楽しい暦という講座から始まりまして、11 月 17

日のカラーで輝くさらに美人になるクリスマスのレコパージュという講座まで 58 の講座を

また企画をしておりますので、皆さまも、りぶらの受付等々に資料がございます。もしよろ

しかったら参加していただければと思います。

小さなお子さまをもったお母さま方にも参画していただけるように、りぶら講座では託

児ありという表示をしてある講座のみにはなりますけれども、有料とはなりますが託児の

ほうの準備もしてございます。

外国人ののど自慢大会。こういったものも開催しております。市内、近隣在住の外国人が

日本語で日本の歌を歌って自慢の喉を競います。りぶら国際交流センター様、リック様と、

ビバ岡崎様の皆さまとの共同で運営をしております。これまでに 13カ国、70 名を超える外

国人のかたがたに歌っていただきました。お客さまも昨年度は 220 名を超える方に来てい

ただいております。次回は 2016 年 2月 20 日開催予定で、現段階で 15組の外国人の方を募

集する予定でございます。13 カ国 70 名の外国の方の中には、わざわざですね、静岡県から

来てくださった方も含まれております。こういった歌を歌ってらっしゃる方の姿を見て、参

加者の中から歌を練習するときに、参加者といいますか、お客さまの方からですね、日本語

と向き合う多くの時間があったはずですよね？ そんな時間を過ごしていただけたことを

日本人として本当に嬉しいというお声をいただいております。

他に、図書館のサポート。図書館の中にボランティア室なんていうのがございます。この

ボランティア室を利用した、定期的な、図書館の本の清掃、ボランティアをさせていただい

ております。あるいはボランティアさんの空いた時間にできる書架整理、この空いた時間と

いうのは本当に自由に時間があるときに図書館に来ていただいて、10 分でも 20 分でも 30

分でもお持ちの時間だけボランティアしていただく、本の整理をしていただくというボラ

ンティアをしていただいております。図書館の利用を促進するための企画などにも取り組

んでおります。「シネマ・ド・りぶら」、後ほど出てまいりますけれども、に関連した図書の

展示等々も図書館の方と協働してやらせていただいているということになります。12 月に
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は冬のコンサートを開催させていただいております。この写真でわかりますでしょうかね、

東の 2 階のところから、りぶら東口から入って西に抜けていく途中に大きな階段がござい

ます。その階段を利用させていただいたコンサートでございます。お堀通りの吹き抜けスペ

ースを使って市内のコーラスグループがクリスマスソング等の美しい歌声を聞かせます。

今年は 12 月 19 日の土曜日に開催予定でございまして、今年に限ってになるかと思います

が、市民会館の改修工事に伴い、6 月にコンサートを開催された岡崎第九を歌う会の皆さま

にも参加していただいて、できる方に舞台で歌っていただけないかなというふうに思って

おります。

「シネマ・ド・りぶら」は、りぶらホールと図書館資料を活用した無料の映画上映会でご

ざいます。今年度は 9 回、6回から 9回と言い換えてございますが、2カ月に 1回くらいは

開催したいということで、今年度は 9 回開催できることになりました。午前と午後の上映

で、毎回 300人ほどの利用がございます。以前は、1 回に 1 度だけの上映という形だったん

ですけれども、非常にご好評いただきまして、これでは見られない方ができてしまうという

ことで午前と午後の 2 回ですね。りぶらホールのキャパシティー292 人になるかと思います

ので、ほぼ毎回満席だということでございます。また、中央図書館の方のご理解を得て、ご

協力を得て、上映する映画に関連するテーマ展示、これを図書館の中で行っていただいてお

ります。

今後の上映予定、市長さんも先ほどお忙しいというふうに言ってらっしゃったのでなか

なか見られないのかもしれませんが。8 月 6 日『遠い空の向こうに』、9月 17 日『地下室の

メロディー』、10 月 15 日『エデンの東』、12 月 17 日『群衆』、1 月 21 日『トップハット』、

2 月 18 日『雨の朝 パリに死す』。毎回木曜日に上映になりますので、なかなかお忙しい方

は来られない日になっちゃうかもしれませんが、朝 10 時半からの上映と、14 時 30 分から

の上映になります。毎回ですね、資料をお配りしましてチラシを作ってご案内を差し上げて

いるということでございます。

情報誌「りぶらいおん」の発行をしております。りぶらに関する特集であったり、中央図

書館の情報、市民活動団体の紹介であったり、りぶらサポータークラブのお知らせ等から構

成されている情報誌を発行させていただいております。ここ見ていただきますと、37 とい

うふうになっておりまして、6 月 1 日に発行させていただいたりぶらいおんで 37 号まで継

続してございます。次回は 9月の発行になりますでしょうか、このように継続してずっと情

報誌の発行をさせていただいております。

その他にもりぶらサポータークラブ、岡崎市との協働事業ということでいろんな活動を

させていただいております。例えば 8 月には 1 日、2 日の子ども遊びワークショップのお手

伝いをさせていただく。8 月 21 日から 23 日の図書館まつりの中では、21 日にお堀通りで

図書館清掃ボランティアをさせていただきまして、実際にこんなことが行われているよと

いうことを皆さんに見ていただく機会をつくろうと思っております。8 月 23 日は、自由研

究相談会、夏休みでございます。自由研究の相談を受ける。そういった活動もさせていただ
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こうかと思っております。日頃の活動と致しましては、調査・研究活動であったり、事業の

企画・運営・広報と情報の提供、人材・活動の育成、行政との交渉と事業の連携、行政業務

の支援、あるいは業績への評価・提言ということを常に心がけて日々の活動をしてまいりま

す。りぶらサポータークラブ、なかなか何やっているかわかりにくいクラブだなと思います

が、日頃からこういったことをしているということでございます。

そして、チャレンジ 100 への挑戦。こういったことも先日提案をさせていただいておりま

す。プロジェクト名と致しましては、「困ったときには図書館へ」と。ちょっと画面が崩れ

ておりますけれども、図書館資料の活用を含めて図書館を核とした生涯学習施設であるり

ぶらが市民生活の向上に役立つ施設であると周知し、利用の促進を促すと。また、市民が図

書館とつながりを持ちやすいテーマで図書館利用の提案を提示致します。文化施設として、

一番気楽で身近なりぶらであることをアピール致します。

こういった形で私どもチャレンジ 100 の採用不採用関係なくこういった事業はしていこ

うということで、今、りぶらサポータークラブの中でも検討を始めております。私どもの報

酬は、ボランティアの活動でございますのでやりがいでございます。やりがいをもってこう

いった活動を続けていくことで、人としての成長を社会の成熟につなげたい。よりよい岡崎、

よりよいりぶらになっていくように努力してまいりますので、皆さまのご理解をいただけ

るとありがたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。それでは引き続きまして、要望、提案の説明をお願い致

します。

団体代表－ 引き続きまして、よろしくお願い致します。

図書館交流プラザ、りぶらの建設の主な経緯と致しまして、2000 年に中央図書館の移転

が計画されまして、2004 年に、新図書館と中心市街地活性化施設を複合施設として建設す

る「中心市街地再活性化拠点整備基本計画」が策定されまして、その年の夏に市が図書館に

関心を持つ市民を集め、行政と市民が協議、議論しまして岡崎図書館の建設計画を考える場

「ワークショップ」が開催され、市民の声が直接取り入れられて建設されたということでご

ざいます。

このワークショップに参加致しました市民を中心に、市民の力でりぶらを支える「りぶら

サポータークラブ」が組織され、現在まで市と協働してりぶらの運営に協力してまいりまし

た。

建設後７年近くが経過し入館者数も 1000 万人に達した現在において、りぶらはどのよう

な位置付けの施設であるとお考えでしょうか。また、市民協働についてどのようにお考えで

しょうか。もう一点、図書館交流プラザの基本理念に立ち返り、市民や職員を含めた横断的

な組織や会議を設置して、一緒になって文化促進、施設利用などについて考えていったらど

うでしょうか。この点についてご質問致します。
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司会－ ありがとうございます。それでは、市長、お願い致します。

市長－ まずは最初に、先ほど素晴らしいレクチャーありがとうございました。私も個別に

名前は存じておりましたけれども、実際の活動がどういうことかというと、全て細かくわか

るのかみたいなのがありますけれども、大変よいお話でした。

ただいまのご質問に関してですけれども、図書館交流プラザりぶらのテーマというのは、

音楽の楽、それから習う、習ですね、交流を育む魅力ある生涯学習の拠点の形成、自己を知

り、人とふれあい、自己を高める、まちを知り、まちを愛し、まちを育てるでこういうよう

なのがありまして、そのための図書館を核として、市民活動の支援、文化創造、交流を推進

するための施設としての位置付けというものについては今後も変更はなく、現在もその実

現に尽くしておるところでございます。正直申し上げまして、私県会議員のときに、りぶら

の計画を最初に耳にしたときに、商業地域のど真ん中に図書館というのはミスマッチじゃ

ないか、こんなふうに単純に考えておったわけでありますけれども、現在どこの都市におけ

ましても、こうした複合施設というものが時代のトレンドとして受け入れられておりまし

て。実際にそうしたものが大変多くの方を集めているという事実でございます。

りぶらは、市民と協働して作り上げた施設でありまして、開館時間も午前 9 時から午後 9

時までと 12時間開館し、図書館だけではなく文化創造、活動支援、交流の複合施設として、

眺望ラインやお堀をイメージした交流スペース、ホールの設置など、市民と行政のワークシ

ョップによる成果の施設であります。りぶらにおきましても、今まで作り上げました市民協

働の方針を継続し、市民協働の推進を図ってまいりたいとこう考えております。

開館以来「りぶらサポータークラブ」の皆さんや多くの市民活動団体、地域のかたがたや

「りた」とともに現在のりぶらを育て上げていただき、このたび開館以来入館者の総数が

1000 万人を超えたわけであります。今後も、ますます、りぶら事業を推し進めまして、ま

た、新たな施策を創設することは有意義なことであると考えておりまして、市民や、りぶら

サポータークラブの皆さんと市の組織横断的な部署との、話し合いの場の提供について、皆

さまがたの御協力をいただきまして、早速、市の関係部署に対して、このことを検討を始め

たいというふうに考えております。よろしくお願い致します。

団体代表－ ありがとうございます。

司会－ ありがとうございます。

団体代表－ 二つ目の質問でございます。

りぶら内でございます。りぶら内と言いますか、りぶらを囲む環境についても、交流につ

きまして、ただいまの質問でも触れましたけれども、りぶらは、行政と市民が議論して協働
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して作り上げ、その理念に基づきさまざまな交流が図られております。しかし、りぶら内で

活動している行政職員あるいは外国人、ジャズ関係者等々と、りぶらサポータークラブとの

お互い同士の交流機会が未だ少ないように思っております。これについてどうお考えでし

ょうか。

さらに、りぶらは中心市街地活性化施設としても位置付けられておりますが、街の人たち

との交流もまだ少ないんじゃないかと思っております。また、りぶらサポータークラブと例

えば岡崎大学懇話会等々との交流を図って、りぶらサポータークラブ「学生部」のようなも

の、こういった組織をつくっていけたらいいのではないでしょうか。こういった点について、

お伺いいただきたいと思います。お願いします。

司会－ ありがとうございます。

市長－ 先ほどもお答え致しましたとおり、りぶら内で活動している関係者を集めた組織

につきましては、新しく検討していきたいと思います。ただし、「りぶらまつり」のような、

りぶら全体で行うイベントにつきましては、これまで通りりぶらサポートクラブの皆さま

がたが中心になりまして、りぶら内で活動している行政職員や外国人、ジャズの関係者のか

たがたを含めまして、市民のかたがたや団体に主体的に働きかけていただきまして、行政主

導でない、民間の活力を生かした施設全体での、イベントの実施や話し合いの場を設けて、

それぞれの交流を図っていくことが望ましいのではないかと、こんなふうに考えておりま

す。

また、周辺の街の人たちや岡崎大学懇話会、その他の、学生などの若者層との交流も、こ

れからしっかり PR をしていかないかんと思いますし、どのようなことができるかにつきま

して、今後、皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。

団体代表－ ありがとうございます、よろしくお願い致します。

司会－ ただいまの回答につきまして、よろしかったでしょうか。ありがとうございました。

それではその他の要望・提案を事前に伺っておりますので、順次発表していただきたいと

思います。それではよろしくお願い致します。

市民Ａ－よろしくお願い致します。3点要望したいと思います。

まず 1 点目ですけれども、図書館の子ども読書活動推進計画、これ第 2 次の計画が今推

進しているところだと思うんですけれども、それは岡崎の図書館の方が作成していだいて

やっていただいているんですけれども、各学校に図書室を専門とした図書館司書を置いて、

子どもたちと学校の図書館、そして公共図書館、この岡崎の中央図書館等をつないでほしい

と思うのですが、いかがでしょうか。
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二つ目としまして、岡崎の市民センターの図書室があるんですけれども、それをもっと活

用できるために、司書およびボランティアの設置を進めてもらいたいと思いますが、いかが

でしょうか。

三つ目は、ブックスタートをげんき館、それから図書館ではじめさせていただいています

けれども、これはお母さんたちに、本の大切さが認知されて大変、好評になっていると思う

んですけれども、そして子どもたちの喜ぶ顔を見て、お母さんがとても楽しそうなので、こ

のまま継続させていっていただけるように、お願いしたいと思います。

その辺 3点をよろしくお願い致します。

司会－ ありがとうございます。それではよろしくお願い致します。

文化芸術部長－ それではお答えさせていただきます。よろしくお願い致します。

まず 1 点目でございますけれども、学校図書館への専任職員の設置につきましては、教育

委員会と情報共有を図っていきたいと考えておりまして、中央図書館からは、セット組みを

した図書を市内の公立小学校等に定期的に配送しております。また、授業支援用としまして

各学校から要望のございました資料の提供を実施することで、学校における読書活動の支

援を行っております。学校と中央図書館との連携って非常に大切なことだとは、十分承知を

しているところでございます。なお、あおい号等の廃止等もありまして、さまざまな意見を

いただいておるところでございますが、今は申し上げたようなセット組みの図書を配布と

いうことから進めております。

二つ目のご要望でございますが、南部市民センター図書室、これ市民センターの中にある

わけですけれども、規模が他のセンターと比べて大きいため、窓口は業者委託をしておりま

す。その業者には司書資格を有した者を含む図書室専任の職員を配置しておりますが、他の

市民センター図書室におきましては費用対効果の面から市民センターの職員が図書室業務

を兼務しております。市民センター職員に対しましては図書業務の研修を行い、また情報共

有によりまして円滑なサービスの実施を図っているところでございまして、南部市民セン

ターとは、ちょっと規模等の差はございます。

ボランティアに関しましては、読み聞かせ活動にご協力をいただいておりまして、地域の

ボランティアのかたがたによりまして、市民センターにおいて、おはなし会が定期的に開催

されております。中央図書館から、遠隔地域の子どもたちが参加できる機会となっておりま

す。りぶらの中央図書館では、りぶらサポータークラブさんがとりまとめてくださっており

ます、書架整理ボランティアが、活動されております。今後、市民センター図書室にも、こ

の書架整理ボランティアの活動場所を広げていくことができるかについてご協議いただき

まして、市民サービスの向上に一緒に取り組んでいきたいと思っております。

3 点目のブックスタートでございますが、これは平成 22 年度から開始をしまして、ボラ

ンティアの方にご協力いただくことによって、今まで継続することができております。ブッ
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クスタートは、親子が一緒になって絵本を介して、ふれあう時間を持つきっかけ作りとして

非常に大切でございます。絵本が身近にある環境で育つことで、その後のお子さんの読書活

動にもつながっていくことが期待できますので、今後とも継続し、さらに充実した実施をし

ていきたいと考えております。以上です。

司会－ ただいまの回答につきましてよろしかったでしょうか。ありがとうございました。

それでは、続きましてよろしくお願い致します。

市民Ｂ－ よろしくお願いします。

5 年前に定年退職になりまして、何かやることないかなとかっていうのでですね、市政だ

よりに、このりぶらサポータークラブの案内が載ってました。4 年前に入らせていただいて

ですね、生涯学習というのを市とかサポータークラブの人が一生懸命やっているというの

を初めて知りまして、その関係もありましてちょっと生涯学習ボランティアの件に関して

質問させていただきます。

生涯学習を進めるに当たって、数多くの市民活動団体や団塊の世代、私も団塊の世代なん

ですけれど、を中心にした個人ボランティアの方は、活動のきっかけや手段、活動拠点を求

めていると思います。現在市が進めている岡崎市民ボランティア講座の拡大版のイメージ

のような形のものや、あるいはりぶらサポータークラブが実施しているりぶら講座を利用

して、行政、ボランティア及び市民活動団体の情報交換と活動、連携ができる場を設けてい

ただけるといいなあというふうに思っております。この点よろしくお願い致します。

司会－ ありがとうございます。お願いします。

文化芸術部長－ それでは続いて私のほうからお答えさせていただきます。

ただいまのご提案と言いましょうか、ご質問要望に対しましては、生涯学習、これ非常に

大事なことでございます。これらを推進するにあたっては、ボランティアは大変有効であり

ます。ボランティアと市民活動団体、及び行政が講座を利用して連携を図ることは大変有意

義なことと考えます。ただいまのお話にもありましたように、岡崎市では岡崎市民ボランテ

ィア講座を実施しております。従来の生涯学習活動市民講師制度を見直しまして、より効果

的な生涯学習を推進するため、得意分野や専門知識をお持ちの市民や団体に講師として講

座を登録していただきまして、市が学びたい 5 人以上のグループに紹介する制度でござい

ます。これをさらに拡大し、他の機能を持たせていく手段を検討していきたいと思います。

生涯学習施設でございます市民センターが市内に 8 カ所ございますので、市民センターを

利用してのボランティア講座や、りぶら講座的なものにつきましては、公民館としての利用

の範囲内とはなりますけれども、実施可能であると思われますので、検討し、実施する際に

は、りぶらサポータークラブの皆さまの協力体制のお願いをさせていただくところでござ
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います。以上でございます。

司会－ ただいまの回答につきまして、よろしかったでしょうか。はい、ありがとうござい

ます。

それでは引き続きまして、よろしくお願い致します。

市民Ｃ－ よろしくお願い致します。

先ほど市長さんのお話の中で、バリアフリーというプランも出てますけども、りぶらでも

建設当時バリアフリーの観点からですね、磁気誘導ループ、これは障がい者さんに有効なも

のですが、車いすでも入れるような広いトイレや、そういう障がい者の方にも配慮された設

計がなされているんですが、総合的にはあまり行き届いてないかな、利用があまり促進され

てないのかなという側面もあります。今後、そういう宣伝をしていただいて、利用の促進を

していただきまして、その中から新たな改善点とか出ましたらまた改善していただきまし

て、より使いやすい、りぶらになるようにお願いしたいと思います。

司会－ ありがとうございます。それではよろしくお願い致します。

文化芸術部長－ ありがとうございます。ただいまのご提案は障がい者の方に対する配慮

ということだと思いますけれども、これらの関係の周知につきましては、そのようなかたが

たに対して、人に優しい設計となっている部分、これらを PR するようなチラシを作成を致

しまして、関係団体の利用申請時に手渡しするなど、積極的な周知を考えていきたいと思い

ます。

また、中央図書館では、岡崎特別支援学校の生徒の図書館見学や、職場体験の受け入れを

行っております。また、岡崎盲学校、岡崎特別支援学校へ利用案内を配布し、対面朗読室や

障がい者用資料の活用を促す取り組みも始めております。

今後もさらに周知を図っていきたいと考えております。さらに、りぶらサポータークラブ

ならではのアイデア等がございますれば、われわれのほうにもどしどし提案をしていただ

きまして、できるものから一緒になって実施をしていけたらなと考えておるところであり

ます。よろしくお願い致します。

司会－ ただいまの回答でよろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。

それでは、続きまして、よろしくお願い致します。

市民Ｄ－ よろしくお願いします。広報、りぶらいおんの情報誌の編集とホームページの更

新を担当しております。

りぶらの広報に関してですけれども、りぶらのホームページの、以前は単独でホームペー
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ジが立ち上がってたんですけれども、今、現在は市のホームページの中に組み込まれており

まして、りぶらでやっていることがなかなか見えにくくなっている状況になっていますが、

なにか改善できないものでしょうか。

司会－ よろしくお願い致します。

文化芸術部長－ ありがとうございます。話題としては逸れるかもしれない、ちょうど 1年

前のりぶらいおん担当者の記事に載せていただきましてありがとうございました。

ただいまの広報に関しましてでございますが、ご指摘の通り、以前はりぶら独自のホーム

ページを運用しておりまして、さまざまな情報提供をしていたところでございますが、平成

25 年にホームページのシステムのセキュリティー対策や、また、耐震・防火対策、これを

強化するため、市のホームページの中に取り込む必要が生じまして、当時リニューアルされ

ました、市のホームページに移ることとなりました。セキュリティー上の問題等が一番大き

な理由として市のほうに統合されたということでございまして、現在は岡崎市ホームペー

ジ作成ガイドラインに準じたホームページ作りに取り組んでおります。今後につきまして

は、現システムの中で創意工夫をしてよりわかりやすいホームページを目指しまして、りぶ

らの特色である「活動・創造・交流」の場として市民の皆さまに足を運んでいただけるよう

な情報の提供に努めてまいりますので、いろいろな意見をいただければと考えております。

以上でございます。

司会－ ただいまの回答でよろしかったでしょうか。ありがとうございました。

それでは事前にいただいている要望・提案については以上でございます。それではその他

ご意見のある方がいらっしゃいましたら、挙手をお願い致します。発言前にお名前をお願い

致します。また、多くの方からご意見を伺いたいと思いますので、ご意見ご質問はお一人一

つでお願い致します。よろしくお願い致します。ご質問のある方いらっしゃいますでしょう

か。

市民Ｄ－ すみません再び。

ここの、りぶらが建つときに、ワークショップに私たちも参加していたのですけれども、

立派な建物が建っても中身がなければ意味がないんじゃないかということで、りぶらのソ

フトとして何かできないかということで今まで活動してまいりました。

今、活動している事業の内容は、本来なら職員の業務として取り組んでいただきたいとい

う意味でやっておりますが、私たちがやっているからいいんじゃないかという雰囲気がと

っても大きいんですね。私たちは 100パーセントボランティアでやっております。やれなく

なる場合があるわけです。家庭の事情とか優先順位をつけると、ボランティアはそんなに高

くありません。そのときに、やれなくなったときに、やれなくなったらおしまいっていうふ
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うなことをよく聞かされます。

その点について、例えばどういうふうにお考えでしょうか。本来なら、業務として取り組

んでいただきたい事業をやっています。

司会－ ありがとうございます。はい。よろしくお願い致します。

文化芸術部－ はい。大変、もし、そうなったらということだと思うのですけれども、当然

そういう事態が発生したとした場合、じゃあその日、直ちにその対応がとれるかということ

となるとなかなか難しい面があるだろうかと思います。それも突発的なことであればなお

さらだと思うのですけれども、今後の、りぶらサポータークラブの皆さんの強い思いも含め

て、今、おっしゃられるように本来、市の行政側がやるべきことかどうかということも含め

てですね、恐らくの展開になるかもしれませんけれども、仮にそうなったとしたら、職員の

増員も含めて、それが直ちにできるかどうかということも、時間もかかるしお金のことも含

めて、そういう意味でサポータークラブの皆さんには大変感謝を申し上げるわけでござい

ますけれども、今、今日この場で、じゃあどういうものをサービス提供が、職員が直に直接

対応できるかということにつきましては、なってから考えるのは遅いかもしれませんけれ

ども、やはり、そうならないためにもサポータークラブの皆さんの、会員の増加であるとか、

どうしてもボランティア頼みにならざるを得ない、こういう市民活動団体というのはまさ

にボランティア精神をお持ちの方たちの集まりだと思っていますので、ここのりぶらの立

ち上げ時からそういうことで取り組んできた施設でございますので、継続的に皆さんのお

力をお借りしたいと。回答になったか分かりませんけれども。

市民Ｄ－ はい、もちろん委託金もいただいているわけですから、すぐに辞めるというつも

りで活動しているわけではありませんが、一番最初の代表が質問したように、全体の連携を

きちんととってという部分で、よろしくお願いしたいと思います。

司会－ ありがとうございました。それではその他ご意見のある方がいらっしゃいました

ら、よろしくお願い致します。

市民Ａ－ すみません。

りぶらは、中心市街地の活性ということも入っていると思うんです。リバーフロントで、

これから篭田公園からこちらへ向かってどんどん活性化していくと思うんですけれども、

それに関して、私、りぶらサポータークラブだけでなく、りぶらっこファミリーという託児

のほうもちょっと関係しているもんですから。それでここのりぶらの中で乳幼児室、親子さ

んで遊んでいただく、それから一部、月曜と金曜だけは託児をさせていただいているのです

けれども、康生に来る、若いお母さんたちのための、やはり託児というものももうちょっと
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どこかでっていって、すみません商工労政のほうでつくっていただいたんですが、ちょっと

こども課のほうからも、そこはちょっと建物的な不具合がありまして。もうちょっと安全な

ところが、市のほうとして借りていただけたりすると、非常にありがたいなというふうに思

っております。それがすぐにできるとは思いませんけれども、そういうふうなことで検討し

ていただけたらありがたいなと思っております。

司会－ ありがとうございます。お願いします。

文化芸術部長－ 今のご提案というか、この中に託児の専属のスペースを設けるというこ

とではないかと思います。ですから、今やっていただいておるように、イベントに対する、

例えば「シネマ・ド・りぶら」もそうですけれども、託児サービスをつけていただいても、

これは大変有意義なことと考えます。これは中心市街地の中における託児というテーマだ

と思いますけれども、これはまた持って帰らせてもらっていただいてですね、こども部との

協議も含めて商工労政課も含めてですね、検討したいなと思っております。

司会－ ありがとうございました。その他ご意見のある方いらっしゃいましたら挙手をお

願い致します。

市民Ｅ－ 今、ここのりぶらでは、先ほど市長からお話もありました、「シネマ・ド・りぶ

ら」、これの仕事だけやってございますけれども。

とにかく、私にとって昔の映画というのがね、それからそれにまつわる思い出というのは

ただならぬものでございまして、今となってはそのただならぬものってないんですよね。と

ても大事な。これがね、今やいろんな媒体が出てますから、簡単にこの頃自宅で DVD 買って

きたら簡単に見れるようになっているんだけれども、やっぱり昔の映画見るときはホール

で真っ暗で、自分だけのため、それから視覚と聴覚両方からばんばん責められる、ああいう

体感がすごく、こういう機会というのは、あまりないと思うんですよ。今はもう文学にして

も音楽にしても絵画にしてもそれなりにすごい喜びだとか感動を与えてくれますけれども、

手軽にものすごい短時間でおお、感動したというような感激をやれるのは、劇場みたいなホ

ールの中で体験する映画ね、それも素晴らしい映画が与えてくれる、あの感動というのはな

かなか貴重なものだと思います。

そういうようなことで、ところがそれが現在ね、特に昔の映画をホールの中で見る環境と

いうのはこれちょっと考えてみたらできそうですけど、なかなかこれないんですよ。という

ことを感じてこのりぶら、僕はりぶらができるちょっと前から、いろんな形で関与させてい

ただきましたけど。何かやろうと僕がやったら、そしたらそれ考えてみたらここには皆ある

やないかと。ホールもあるし、それから DVD という素材もあるし、それからそれをわれわ

れ、うまく使っていきたいと思っている人たちがいる。それからボランティアさんもいるよ
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と。そしたら、それ全部やったらできるやないのということで、入ってきたのがこの「シネ

マ・ド・りぶら」です。おかげさまで、先ほど市長さん自身も映画が大好きということで、

聞いたこと涙が出るほど嬉しかったんですけれど。今後ともずっと続けてやっていきたい

と思います。支援いただけるとありがたいです。

それから、これ意見じゃないんだけど、要望みたいな形で言いますとね。支援してもらい

たいというのはもちろんありますけれども、基本的には、それは当たり前のことでね、両方

できることがあったらやっていただければいいですけど。

それによりむしろ、できれば支援するという形じゃなくって、できれば参加して楽しんで

いただきたいという気持ちが、本当の本心はそれです。ただはっきり言って、市長さんもそ

うはいかんわね。見に来ていただくわけにはいかない。それと他に関連する方たちもそうで

す。恐らくこちらの文化芸術部の皆さん方に対してもね、担当の方だの、実は見たいと思っ

ておられると思う。勤務時間中に特に映画を見に行くということになるとね、これはもう誤

解が発生する可能性も随分あるから、それ、すごく気の毒だと思っているし残念だと思って

ます。

だからそれはそれとして、将来もし日曜日だとかあるいは夜だとか、そういったときにも

開催できるようになると、その点は解消されると思いますけれども。すぐにはなかなか、こ

れボランティアがやっていることだからそこまで手を広げることができませんけれども。

ただ、これだけ言っておきたいのが、この、りぶらという組織、あるいは設備、組織そこに

いる人たち、そこにあるいろんなもの、これは総合的に岡崎の市民に対してものすごく大き

な潜在的な価値をもっている。これを絶対、私はそう信じてます。それでそれを一番体感で

きるのはね、簡単に体感できるだろうと思うのは、このりぶらの上映会、それが終わって、

皆さんそれに参加されてる方、見に来られた方が帰られるときの表情、態度、これをご覧い

ただければきっとすぐわかる。この、りぶらがその人たちにたった 2 時間ここへ足を運んで

席に座ったら与えてくれる感動みたいなもの、喜びみたいなもの。これを簡単に感じていた

だけると思います。これはもう今やっている「シネマ・ド・りぶら」というのはほんの極一

部の機能ですけども。それだけでもこんなに簡単に岡崎の市民の人に、ああいい時間をもっ

たと、今日は得したよと、ありがとうございましたと、こういう気持ちを抱いていただける。

それを僕は信じて、もう、本当に毎回自分も感動してますよ。うるうるした人が出てくるわ

けね。これで言うときにほんまにありがとうございましたって帰っていきはるんですよ。

あ、すいませんちょっと。今日もちょっとしゃべることは言えたんで、大変ありがとうご

ざいました。今後ともよろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。

市長－ 本当に映画が好きだということがよくわかりました。
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司会－ ありがとうございます。それではそちらの。

市民Ｆ－ ぜひ検討してほしいと思っていることがありまして。前の方にも何度もお願い

していたんですけれど、りぶらホールでやる催しを市民に伝える方法として、インターネッ

トというのが今、安くて、とても機能する有効な方法だと思うんですけれど、現状市民がや

った企画がそこに載せられなかったというので、今市がやる企画も私インターネット、いく

ら探してもりぶらホールのが見つからないんです。今部長がセキュリティーの問題と言わ

れましたので、市から離した形で、あるところがジンドゥーというインターネットサイトの

講座をやられまして。年間 3万円くらい払うとかなりのホームページの利用ができると。そ

こにリンクを貼って市民がこういうことをやってるよ、というタイトルを振り分けて、こん

なことをやっているよっていうのを市民がそこにリンクを貼って、市民の方のやっている

ホームページにつながるような形でもいいですので。せっかくの、プラザの交流の拠点です

ので、ぜひ市民にやってる内容がインターネットを通じて伝えられるような方法と、そうい

うサイトがあるよという市民に伝えることをやっていただけるとありがたいです。現実に

りぶらホールで催しがあったし、私、ビラを配るのを手伝ったりしましたけれど、ホームペ

ージという本当に安くて、機能するものをぜひ利用できるようにしていただけるとありが

たいですね。ホールだけじゃなくって勉強会とか、一般公募してやれるようなものもそこに

上げていただけると。市民がそこを見るようになれば、相当効果が出てくると思いますので。

そういうサイトがあるということを市民に伝えながら、ぜひそういうものをつくっていた

だけることを希望しております。よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございます。

司会－ 今のご要望でよろしいですか。

市民Ｆ はい。あくまでもできればという。

文化芸術部長－ すみません私、先ほどお答えさせていただいたのは、皆さんもご存じと思

いますけど、図書館システムとの連携ということを念頭に置いたときにはセキュリティー

が非常に重要なことだと。今おっしゃられたのはイベントの案内、という部分については、

本来の市のシステムと切り離した形で運用できるものですから、ですからその部分だけを

切り取った形でやるということはこれ十分可能だと思います。ですからそういった部分も、

もしですけども、LSC さんの皆さまがたのご協力でですね、ホールの催し物の案内だとかっ

ていうこともできるんであれば、何が行政ができるのか、それから LSCの皆さまもまた何か

していただけるのかっていうことを、やっぱり協議の場を設けた上で、できる方向の協議を

させていただきたいと思います。
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市民Ｆ－ よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。それでは、お時間も迫っております。もしございました

らあとおひとかたくらい。すみません、じゃあ最後で他の方よろしかったですか？ はい。

市民Ｆ－ すみません、2 回目で申し訳ありません。ここの施設の通路がかなり広くていい

空間なので、そこで簡単な催しができるような利用形態を許可していただけるとありがた

いんですけれど。当然邪魔になるときは、隅によけるとか、市民から苦情が来れば辞めるよ

うな方向になってもいいんですけど。

市長－ 具体的にどういうものをやりたい・・・。

市民Ｆ－ 私が具体的に思ったのは、ちょうどこれ画板がありますけど、画用紙を持ってモ

デルさんを前に置いて、絵を書きたいと。立って書きますので、人がたくさん来たときは隅

によけるなりできますので。何回か交渉に行ったんですけれど、駄目だと。10 分間で 1 枚

書きますので、参加した人がモデルをやりながら、次々に代わっていって 2 時間やれば 12

枚書けますという形で考えていました。

司会－ では部長、お願い致します。

文化芸術部長－ はい、今、お話が出たわけですが、例えばある一定の面積を専有するとい

う考え方になりますと、じゃあその予約だとか、じゃあそのエリアをどうするかとかってい

うこともあります。1 階のところのあのパネル展示するようなあのスペース。あれはいつも

貸し出しているというわけではないんですけれども、じゃあ例えば時間をどうするかとか。

あくまでも共有スペースですので、例えば個人的にそこで絵を描いてみえるというとこま

でを、規制するものではないのですが、この日、何時から何時まで私が書いていますよと。

いろいろな形をとろうとするなら非常に難しいと。今ちょっとあったような、イベントの中

でそういうのをおやりになるということなら、主催者側の了解があればできるということ

だと思いますので。貸しスペースとしてという位置付けは難しいのではないかと。

市民Ｆ－ 年に 1 度では、練習にならない・・・。人を集めて、最低でも月に 1 回くらい。

だから天気が良ければ屋外でもいいんですけれど、屋外でも駄目だと私は言われて。だから

その辺もう少しやわらかな運営を考えていただけるとありがたいです。

司会－ 少しお待ちください。
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文化推進課長－すみません、今部長がお話しているようにですね、りぶらは使用料をとって

おりますものですから、各部屋でしていただく分には問題はないんですけども、基本的にフ

リースペースということになりますと、全体の共有の中で個人利用ということになります

ので、使用料が発生すると。で、使用料の規定が今ありませんのでできないという形になっ

ております。それについてはやっぱり今、お話がありましたように、りぶらまつり、そうい

ったものですね、数をまた増やしていくだとかそういう機会を違う形で占有できるような

形を設けていただくということであれば可能ですので、それを検討していただきたいと思

います。

市民Ｆ－ 個人的には無料でやりたいと思っているので。

文化活動推進課長－ その辺は今規定、使用料をとっている施設ということでご了解をい

ただきたいと思います。屋外につきましてもストリート広場ということで、規定が入ってお

りますものですから、すぐには許可という形では難しいことがありますので。また検討させ

ていただきたいと思います。

司会－ ありがとうございました。それでは最後に市長からごあいさつのほうお願い致し

ます。

市長－ 今日は遅くまで本当に皆さんありがとうございました。現実に、りぶらを利用して

いただいている方、活用していただいているかたがた、またボランティアで協力していただ

いているかたがたの生のお声を今日聞かせていただきまして、私もこの建物の機能とそし

てどういう使われ方をしているかということなんですが、今までも聞いて知っておりまし

たけれども、見えなかった部分が今日のお話を聞いてわかってきた気が致します。

今日の皆さまがたの質問に対して、私たちが全て的確に答えたとは思っておりませんけ

れども、きょうご指摘いただいたことで、私たちがそういったことを認識は致しましたので。

今後とも皆さまがたと協議の上でですね、直せるものは直して、ご協力できることはご協力

できるようにまた考えていきたいと思いますので、ご理解のほう、りぶらの活性化のために

お力添えいただきますことをお願い申し上げます。今日は本当にありがとうございました。


